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様式第2号(第5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

平成３１年度第１回久喜市男女共同参画審議会 

１.開会 

事務局 ただいまから、令和元年度第１回久喜市男女共同参画審議会を始

めさせていただきいと存じます。 

なお、久喜市男女共同参画を推進する条例第２１条第２項の規定

によりまして、審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開

くことができない旨の規定がございます。 

本日は、８名の委員さんに出席いただいておりますので、本会議

が成立していることを、ご報告させていただきます。 

それでは、さっそく会議に入らせていただきたいと思いますが、

本日は、改選後、初めての会議でございますので、皆様に４点ほ

ど、ご了解いただきたいことがございます。 

まず、１点目でございますが、本市では、審議会等の会議の公開

に関する条例第３条の規定によりまして、会議は原則公開としてお

りますので、本審議会の会議も公開としたいと存じます。 

次に２点目でございますが、会議開催については事前公表を行う

ことが規定されておりますので、市の掲示板やホームページ上に会

議開催についての掲載をしております。本審議会開催につきまして

も、事前公表させていただいております。 

３点目でございますが、会議の傍聴を希望される方がいる場合

は、会議の傍聴を受け入れるものでございます。 

なお、現在、傍聴人は、１名でございます。 

最後４点目でございます。本日の会議につきましては、会議録作

成のため録音させていただいておりますので、ご了承をお願いいた

します。 

それでは続きまして、梅田市長より、ごあいさつを申し上げま

す。市長よろしくお願いします。 

２.市長あいさつ 

梅田市長 皆様、改めまして、こんにちは。 

男女共同参画審議会委員の皆様方には、本日はお忙しい中、ご出

席をいただきましてありがとうございます。 

また、日頃より市政全般におきまして、多大なるご理解､ご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本市では、平成３０年度から５ヵ年の計画となる「第２次

久喜市男女共同参画行動計画」を策定し、平成３０年度から新たな

計画の下、各課におきまして事業を実施しています。 

本日の審議会では、久喜市男女共同参画行動計画の初年度の取組

み状況をご報告申し上げるとともに、今後における久喜市男女共同

参画行動計画の推進について、ご審議いただければと存じます。 

また、先ほど平成３１年１月１７日から２年間の任期で男女共同
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参画審議会委員の委嘱をいたしました。新たに５名の審議会委員を

お迎えし、本日が最初の審議会の開催となります。ぜひ忌憚のない

ご意見をお寄せいただき、実りある審議会となりますようよろしく

お願いいたします。 

今後とも委員の皆様のお力添えを賜りますようお願い申し上げ、

あいさつとさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

３.会長・副会長の選出について  

事務局 ありがとうございました。 

それでは次第の３と言うことでございますけれども、会長副会長

の選出に入らせていただきます。 

本日は、改選後、初めての会議でございますので、議長となりま

す会長が選出されておりません。 

従いまして、会長が決まるまでの間、梅田市長に、仮議長に就い

ていただき、会議を進めていただきたいと存じます。 

梅田市長、よろしくお願いします。 

梅田市長 それでは、会長、副会長が選出されるまでの間、暫時、私の方で

議長を務めさせていただきます。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

この男女共同参画審議会には、男女共同参画を推進する条例第２

０条第５項の規定によりまして、会長及び副会長をそれぞれ1人置

くことになっております。 

その選出には、委員の互選によってこれを定めることになってお

ります。 

会長の選出ですが、どなたかご推薦、あるいは、ご意見はござい

ますでしょうか。 

稲葉委員お願いいたします。 

稲葉委員 私は、榎本恭子さんを会長に推薦いたしたいと思います。 

長い間、第一次計画の立案から関わりまして、審議会が始まりま

した第１回目から会長を務めていただいておりますので、是非今回

もお願いしたいと思います。 

梅田市長 ただいま、稲葉委員さんから、会長を榎本恭子委員さんにお願い

したらどうかというご推薦のご提案がございました。 

ここで皆様にお諮りいたします。 

榎本委員さんに会長をお願いすることに、いかがでしょうか。 

 拍手 

梅田市長 榎本委員様、お引き受けいただけると言うことでよろしいしょう

か。 

榎本委員 はい。 

梅田市長 ありがとうございました。 

それでは、会長には榎本委員と決定をさせていただきました。榎

本委員、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

続いて、副会長の選出でございます。どなたかご推薦、あるいは

ご意見はございますでしょうか。 

それでは榎本委員、お願いいたします。 

榎本委員 副会長は、会長が指名するということでよろしいでしょうか。 

梅田市長 はい。ただいま、榎本委員さんから、榎本会長から副会長を推薦

するという形がよろしいのではないかというご提案がございました
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が、皆さん、このようなことでよろしいでしょうか。 

 拍手 

梅田市長 それでは榎本会長お願いいたします。 

榎本会長 私が女性であることから、副会長はぜひとも男性にという考えが

ございます。そしてですね、稲葉委員が前回も私の副会長という役

割を担っていただきまして、ややピンボケになっている私を充分助

けていただいたという経験がございまして、今回もぜひともお願い

できればと思います。 

梅田市長 ただいま、榎本会長から、副会長を稲葉委員さんにお願いしたい

というご推薦のご提案がございました。 

皆様にお諮りいたします。 

稲葉委員さんに副会長をお願いすることで、いかがでしょうか。 

 拍手 

梅田市長 稲葉委員さん、お引き受けいただけますでしょうか。 

稲葉委員 はい。 

梅田市長 ありがとうございます。 

それでは、副会長には稲葉委員さんを決定させていただきます。

稲葉委員さんよろしくお願いいたします。 

皆様にご協力をいただきまして、無事、会長・副会長を選出する

ことができました。ありがとうございました。 

これをもちまして、議長の任を解かせていただきます。 

事務局 ありがとうございました。 

それでは、ここで榎本会長と稲葉副会長から一言ずつご挨拶をい

ただければと思います。 

では、榎本会長よろしくお願いいたします。 

会長あいさつ 

榎本会長 ただいまは皆様のご推薦によりまして、再び会長の席につかせて

いただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

振り返ることが多い年齢になっておりますけれども、平成１４年

の市長からの諮問によりまして、１６年に条例を作るという大きな

課題がありましたけれども、委員の皆様とご一緒に条例を作り上げ

ることができまして、その折には、条例ということを強く私ども感

じておりまして、そして市民の皆様にも説明会を催して、ご理解を

いただくという経験もさせていただきました。そして、条例が出来

上がりました後には、条例によりまして審議会を作るということに

なりました。なんといいましても審議会でありますので、条例を作

る時と同様、審議会ということにも相当の緊張をもってあたったこ

とを思い出します。 

いずれの場合も、委員の皆様から多くの意見を頂戴できたゆえ

に、何とか満足のいくような行動計画というようなものも出来上が

ったかなと、自負をしているところでございます。 

御覧のように、だいぶ年を取ってまいりまして、本当にもうこの

あたりで若い皆様に担っていただくのがふさわしいのではという考

えを強く持っております。そういう風に人権推進課に申し上げてお

りましたけれども、委員というのは１０年も続けてすることができ

るんだそうでございまして、その後２年というのが残されていると

いう説得に負けました。それで老骨に鞭打って、この共同参画の分

野で働かせていただこうと決意をいたしたところでございます。 
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その１０年と言いますのは倉持委員も同じでございまして、ずっ

と倉持さんの知恵を拝借しながら、良いものが出来たかなと思って

いるところでございます。先ほどの自己紹介をお聞きいたしており

ますと、いろんな分野から素晴らしい意志をもってご応募いただい

たり、任命されておられる皆様と共に、またこの２年もやっていけ

るということをお聞きいたしまして、非常に心強く思っております

と同時に、皆様と一緒に真剣にこの問題に取り組んでいきたいと思

っております。また幸いに副会長を稲葉さんがお受けいただきまし

たので、大変しっかりしておられまして、指導力のおありになる、

この支えによって、この２年間一緒にやって参りましょう。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

副会長あいさつ 

稲葉副会長 改めて副会長を拝領いたしました稲葉でございます。よろしくお

願いいたします。 

実は先日、ネットで内閣府の男女共同参画の国際比較というのを

見ました。それは平成１４年の表で、アジアとそれから欧米諸国と

なんですけれども、国民の皆さんの男女の平等感とか、それから社

会とか家庭での優位性、社会進出等ですね、男性が優位であると考

えているという国が断トツで韓国ですね。その次が日本です。いや

女性の方が優位だって国はたくさんありました。アジアではフィリ

ピンですね。女性の方が優位。社会でも家庭でもですよ。家庭でも

女性が優位だと男性でも女性でも思っているんです。あと欧米諸

国、先進諸国ですね、イギリス、ドイツ、アメリカというのはやは

り女性の方が優位だと男性も女性も考えている。と言うことは、や

はり公平にいろいろとやっている。まあそんなことで日本もこのま

まではいけないなということで、国も一生懸命男女共同参画を推進

しているところだと思います。 

わが久喜市においても、一生懸命行政の皆さんがいろんな対策を

立てていただいておりますので、私たちも２年間推進委員に選ばれ

ましたものですから、市民目線でいろいろ市の対策に対して提案し

て、もっと良い共同参画ができる社会にしていきたいと思います。 

私も携わって６年間ですけれど、幸いにもこの審議会というのは

意見が非常に活発ですよね。他の審議委員会に比べて活発です。で

すから、いい提案をどんどん提案していきたいと思います。 

皆さんご一緒に、よろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。会長副会長が決まりましたので、この

後、久喜市男女共同参画審議会の議事に移らせていただきます。 

なお、誠に恐縮でございますが、この後市長は公務がございます

ので、ここで退席させていただきます。 

梅田市長 それでは、後はよろしくお願いいたします。 

事務局 では会議に移らせていただきたいと思いますが、会長、副会長は

席を前にお移りいただきたいと思います。 

それでは、議題に入るわけでございますが、その前に配布資料の

確認をさせていただきます。 

本日の次第に配布資料一覧がございます。 

【配布資料】 

・次第 

・久喜市男女共同参画審議会委員名簿 

資料1 平成３０年度実施推進状況および 
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     男女共同参画への配慮に関する調査 

資料2  平成３０年度進行状況調査集計表 

資料3  本目標別推進状況調査集計表 

資料4  課共通取組の推進状況 

資料5  平成３０年度目標数値 

資料6  審議会等の女性登用率一覧（平成３１年４月１日現在） 

資料7  令和元年度 久喜市男女共同参画推進月間事業 

以上 次第を含めまして、９点でございます。 

お手元にございますでしょうか。 

それでは、これより、久喜市男女共同参画を推進する条例第２１

条の規定によりまして、榎本会長に議長として議事を進めていただ

きたいと存じます。 

それでは、榎本会長、よろしくお願いいたします 

４.議題 

榎本会長 それではしばらくの間、議題につきまして進行役を務めさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

まず一つ目でございますが、平成３０年度実施計画の進捗状況報

告でございます。平成３０年度実施推進状況についてのご説明を事

務局からお願いいたします。 

議題（１）平成３０年度実施計画の進捗状況調査報告について 

事務局 【議案（１）ア】を資料１、２、３により事務局説明】 

◆資料１について 

・平成３０年度を初年度とする「第２次久喜市男女共同参画行動計

画」に基づき、事業、実施内容を掲載。 

・担当課が直接入力して回答。 

・「男女共同参画へ配慮」欄は、 

Ａ欄・・・企画・実施にあたり男女それぞれの意見を聞いたか。 

Ｂ欄・・・男女が利用・参画しやすいように配慮したか。 

Ｃ欄・・・男女共同参画の推進に効果があったか。 

について各所管課が自己評価を行い、 

「◎・・・十分できた、○・・・できた、△・・・どちらかという

とできなかった」の３段階で評価する。どうしても判断できない場

合は「－」を記入する。 

・「目標【施策の方向性】達成度」欄は、目標の達成度を「◎、

○、△」で自己評価し、その理由を記入。 

 

◆資料２は、調査結果を施策の柱ごとにまとめて集計したもの。 

◆資料３は、調査結果を基本目標ごとに集計したもの。 

 

【基本目標Ⅰについて説明】 

◆基本目標Ⅰ『男女の人権が尊重されるまちづくり』 

基本目標Ⅰでは、「人権擁護の推進」、「生涯を通じた健康支

援」、「生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利への配慮」の３

つの施策について推進しており、男女の人権が尊重された社会の実

現に向けた施策を展開しています。 

基本目標１の３つの施策の柱のうち、２と３については、主に健

康増進部が中心となって行う事業になります。 

２４項目のうち、◎は１５項目、○は８項目、△は１項目でし

た。 



6 

 

△で評価しているのは、人権推進課が行っている事業で「女性の

悩み（カウンセリング）相談事業の充実」の項目でございまして、

利用率の目標値８７％以上に対して、３０年度は、７３．１％と平

成２９年度の現状値を下回る結果となりましたので評価を△といた

しました。 

これは、相談者が予約をした際、予約日や時間を失念していたケ

ースや急遽キャンセルになったことによるものでございます。今年

度につきましては、面談後に次回の予約をする再には日付と時間を

記入してお渡しするなど利用率向上に努めております。 

榎本会長 基本目標１についての説明がございました。事前に資料が送られ

ておりますので、それについてのご意見なども頂戴しても参りたい

と思います。いかがでしょうか。 

稲葉副会長  よろしいですか。何点かございますが、２ページの 11106。実施

状況の概要で、人権擁護相談所研修会において、LGBTをテーマと

した講座を行ったということで、これは前回計画立案の時に、LGBT

のことについて相当議論をしたのですが、これはとても良いことだ

と思います。その計画に基づいて、今回から始めたのですか。研修

会で、こういう講座をやったのは今回が初めてですか。 

事務局 恐らくそうだと思います。今、性的マイノリティの方に対する普

及・啓発ということで、色々報道等もありますので、少しずつやっ

てはきております。昨年度の１月だったと思うのですが、人権擁護

研修所の方から、こういう研修を受けたいということで、トータル

１時間半の中で、後半ビデオを見る、基本的な知識の研修を行いま

した。 

稲葉副会長 ホームページで見させていただきましたが、１月２９日におやり

になって、人権擁護委員の方が２３名受講された。今までDVですと

か色々なことを研修でやって、比較的市民の方に認知されているこ

とが多いのですが、LGBTというのはまだ認知度が低いと思いますの

で、是非この辺はこういう研修会だとか啓蒙のチラシとかをお作り

いただいて、少し力を入れていただいたらなと思いました。 

事務局 ありがとうございます。平成３１年度の推進月間の事業といたし

まして、６月２２日の土曜日に男と女のつどいがございまして、そ

の日の午後からの講演でLGBTの当事者団体さんを講師として、当事

者の方になると思うのですが、講演会を開催する予定でございま

す。一般公開しているつどいの記念講演ですので、周知を図ってた

くさんの方に来ていただけるように、普及啓発をしていきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

榎本会長 議会でもこの問題を取り上げていて、市は真剣にこの問題に取り

組んでいくというような回答があったと、議会だよりで拝見してお

ります。ぜひとも皆様に、性の多様性についての認識が高まるよう

な取り組みをしていただければ、ありがたく思います。 

稲葉副会長 ３ページの12101、12102ですけれども、ここで12101の実施状況

の概要、はつらつ運動教室、合計1,581回、25,473人ということで

すね。それから、12102の生活習慣病等に関する健康講座。これも2

97回、延べ7,813人。いろんな方にお願いしている。これは昨年度

ですか。１年間でですか。凄いですねということを言いたい。 

事務局 はい。平成３１年の３月３１日現在の数字で報告してくださいと

お願いしているので、１年間の数字になります。 
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稲葉副会長 1,500回もやっているんですね。それは良いことですね。社会に

定着して、ボランティアでやってくださる方も沢山、先生をやって

くださる方もたくさんいらっしゃるということですね。とても良い

ことだと思いましたので、感想を述べさせていただきました。 

榎本会長  最初の11101「人権意識の高揚」のところですけど、人権のつど

いの実行委員会で、女性の委員も企画・運営に参加したという書き

方が、ちょっと不思議に思いました。 

恐らくこの人権のつどいの実行委員さんは、充て職ですか。参加

する団体の長が女性であれば女性が多いということになっているか

と思いますけれども、◎が幾つも付いていますので、本当に女性の

委員を出してくださいという働き方をされたということでしょう

か。 

事務局  実行委員さんにつきましては、ＰＴＡの代表の方や、学校の地域

の方等にお願いして、そこから推薦していただいたりしております

ので、男女問わず均衡に運営委員に携わらせていただいているとい

う状況でございます。 

榎本会長  多分ですね、もはや女性委員をお願いしますよと働きかけをしな

くても、同じように女性も男性も企画委員になっておられるという

状況がある時代になってきたとも言えるのかなと思いますね。ここ

には女性委員と男性委員の比率というものをお書きになった方が分

かりやすいかなと思いました。 

 それからもう一つですね。女性の悩みカウンセリング相談、1110

5です。女性の悩みカウンセリング相談の年間の空きが104枠ある

と。それに何件相談があったのか、73.1％というのがその数字では

ないかと思うのですが。このことが、意味があるのかっていうのが

ちょっと。十分に成果を上げている。目標というようなことがあれ

ば、数字で表すことになりますけれど、その辺りも段々と違和感を

覚えるようになってきました。むしろそれよりも、どういう内容で

どれだけの方が生きる元気をもらったかっていうようなことの方が

大事かなって感じがいたします。 

 それから堀井委員にお聞きしたいのですが、11201というのは、

学校で性教育の推進ということに関わっているところかなと思いま

すけれど、もしそういうことの現状が説明できるようであれば、お

願いをしてみたいと思います。 

堀井委員  小学校中学校でも道徳の授業が年間３５時間あるわけですけれ

ど、その中で男女の協力だとか、人権意識だとかそういったものに

ついては必ず触れるようにしていますので、学校の中では一般の社

会よりは、どちらかというと男女の協力とか平等とか言うのは進ん

でいるんじゃないかなと僕は思いますね。と言うのは、何かの学級

委員にしても、男子女子が大体同数ですし、下手すると生徒会の役

員さんなんかはどちらかというと女性の方が積極的にやっていらっ

しゃる方が多いので、世の中の色々な委員さんよりは、進んでいる

かなと思います。 

ちょっとそれとずれるかもしれませんけれども、やっぱり先ほど

稲葉委員さんが言われたような、マイノリティの性の多様性の尊重

という点では、子供の時からそういうのを持っているお子さんとい

うのがいるんですよね。でもそういうような理解が、教員の中にも

それから地域の保護者の方や地域の方にも薄かったので、やはりこ

の教育というのは、これからまずは教職員に対する教育というか研
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修が必要だなと、さっき稲葉委員がお話をいただいて、凄く思いま

した。 

道徳とかいろいろな活動はやっているので、学校の中ではその中

で進められているように思いますけど。 

榎本会長 貴重なご意見、ありがとうございました。 

稲葉副会長  時間がかかるけど、小さいころからそういう感覚を持つ、意識を

持つということが大切ですよね。大人になってから、いやああいう

方々は公平ですよ、平等ですよ、と言っても、どこか頭の片隅には

偏見があったりする。 

堀井委員 昔に比べて、後にも出てくるのですが、呼称やなんかの時に、昔

は○○くんとか○○さんとか言っていましたが、今はもうほとんど

の小学校でも中学校でも○○さんと男の子にも○○さんというふう

に教職員も子供たちも言うことが多いんですよね。それもう定着し

ていますから。小さいころに定着したものは大人になっても繋いで

いけるのではないかなと思います。 

奈良委員  資料の11104。実際の相談というのはどのようなものが多いので

しょうか、というのがちょっと読んでいて疑問に思いました。 

榎本会長  ありがとうございます。人権推進課、事務方お願いします。人権

相談、どんな内容のものがあるのでしょうか。 

事務局  人権相談・女性相談と、男女共同参画でやっている女性の悩み相

談とあるのですが、女性の悩み相談については、主に女性自身の悩

み、職場の人間関係ですとか、自分自身の悩みとか、家庭問題等で

受けております。人権相談の方は、近所のトラブルが圧倒的に多い

印象ですが、あとは、家族間のトラブルなどが主な相談になってお

ります。相談内容については、大まかにどのような内容ですかと電

話の予約を受ける際に聞き取った感じでは、そのような相談が多い

ように思います。 

榎本会長  ありがとうございます。中村委員は人権擁護委員でいらっしゃい

ますが、何かご発言ありますか？ 

中村委員  はい。今、佐藤さんからあったように、近隣トラブルが多いなと

いうのを感じます。それから、奈良先生がおっしゃったように家庭

での問題というか、離婚の問題というのも増えているなというのも

感じます。 

奈良委員 ありがとうございました。 

石田委員  1105の女性の悩み相談事業のところなのですが、質問といいます

か、カウンセラーの人選というのはどのように行っているのでしょ

うか。 

事務局  女性の悩み相談につきましては、外部のカウンセリング協会、

「フェミニストセラピィなかま」という女性専門のところに外部委

託しまして、臨床心理士さんの先生をお願いしております。その方

に月２回、年間通して同じ先生に来ていただいており、相談を受け

ていただいております。 

石田委員  あと続けてなんですけど、この悩み相談というのは、特に年間回

数制限などはないのですか。 

事務局  一応原則５回までと規定しておりまして、ただ悩みを解決できな

い方もいて、中にはずっと定期的に通ってらっしゃる方もいるとい

うのが現状です。ただ、新規の相談の方が予約できないという課題

もありましたので、それを見直しまして、他市町の状況をお聞きし
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て、５回まで原則受けて、そのあと一定期間間を空けた後、また再

度同じか別の悩みかわからないですけれど、またお受けするという

形で、今年度相談業務の見直しをしたいと思います。 

石田委員  私も仕事柄、離婚の事件等扱うこともあるのですが、離婚に至る

までにはいろいろな経過というかプロセスがあります。その中でや

はりカウンセラーへのアクセスというのが、一つ離婚を回避する重

要なポイントになってくると思います。 

そのカウンセラーに対するアクセスが、なかなか久喜なんかだと

難しいところもあるのかなと感じていまして、このあたり折角こう

いう取り組みをされているのであれば、市民に対する周知といいま

すか、お知らせの方を充実させたら、もっと利用効率が向上するこ

ともあるのではないかなと、個人的には思います。 

事務局  貴重なご意見ありがとうございます。周知を頑張ってまいりま

す。 

榎本会長  この問題は予約をしていてもキャンセルというか、来られない方

が度々おられるので、話の中に出てきたのですけれど、それはそれ

なりの事情がおありになるのではと思いますけどね。 

事務局  昨年度当初、そういった事例が纏めてあったので、利用率が下が

ってしまったというのもあります。 

榎本会長  大変良い事業だと思います。 

 他に基本目標Ⅰについてよろしいでしょうか。一応終わらせてい

ただきまして、基本目標Ⅱに移ります。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅱについて説明】 

◆基本目標Ⅱ『男女共同参画の意識づくり』 

基本目標Ⅱでは、「男女共同参画を推進するための啓発活動野充

実」、「男女平等教育の推進」、「国際理解の推進」の３つの施策

について推進しており、仕事や家庭、育児など、今まで以上に広い

分野で、男性と女性が協力し合うことができるよう、男女共同参画

の意識づくりや男女平等を基本にした教育を積極的に推進します。 

３３項目のうち、◎は２３項目、○は９項目、△は１項目となっ

ております。 

施策の柱１の「男女共同参画を推進するための啓発活動の充実」

に掲載している項目のうち、１０項目については主に人権推進課が

所管する事業になります。 

△で評価しているのは、人権推進課が行う「男女共同参画ミニ白

書の作成」の取り組み項目でございます。久喜市における男女共同

参画に関するミニ白書にするため、市が把握できるデータの整理は

少しずつ進めましたが、ミニ白書の作成まではいたらなかったの

で、評価を△といたしました。 

榎本会長 ありがとうございました。 

基本目標Ⅱについて、ご質問ご意見ありましたらお願いいたしま

す。 

稲葉副会長 これは事務局へのお願いです。21106これは実施ができなかった

ということなのですが、分かりにくいので、今年は諸般の事情で出

来ませんでしたとか、来年はやりますだとか、もしくはもうこれは

中止ですとか、市役所としてもやる必要ないとか、そういうこれか

らのことについて説明してください。 

事務局  そうですね。いろいろな統計があります。その中で久喜市として
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のミニ白書についてどういうデータが良いのかというところで、例

えばМ字カーブ等あるのですが、久喜市としてそれを出すのは非常

に困難であります。久喜市としてデータを蓄積できる項目をまず整

理して、例えば高齢化率ですとか、合計特殊出生率ですとか、あと

は出せるものとしたら、久喜市役所の職員の女性の登用率、管理職

の登用率とか、この間教育長のお話を直接聞く機会がありまして、

久喜市内の校長先生の女性の割合が近隣よりも高いとか、そういっ

たお話がありましたので、そのような久喜市の特徴が反映された白

書にできたらと考えております。今年度、まずは小さなデータの項

目、少ない項目になるかもしれませんが、少しずつやっていけたら

なと考えております。 

稲葉副会長 ここが令和元年度の対策として継続して、ここには完成しますよ

とかそういうのを表現していただいたら分かりやすかった、そう言

っているだけです。 

それから、９ページの22201、中央２番目の中央幼稚園と栗橋幼

稚園で上手く連携しているのですが、こういう施策は公立ではやっ

ているようですが、私立の幼稚園だとか、奈良園長さんもいらっし

ゃるので、保育園の働きかけというのは、何かおやりになっていた

だいているのでしょうか。 

榎本会長 いつも私は思います。公立の保育園には関わるけれども、私立の

保育園にはこの範疇には入っていないというのがありますね。 

事務局 こちらの項目自体は学務課が所管になるので、学務課が所管して

いる公立の幼稚園ということで回答いただいているかと思います。

 保育園につきましては、保育課の方が所管しておりまして、こう

いった項目での計画にはないのですが、同じようにやっているとは

思います。私も以前保育課におりましたけれど、保育園については

今新制度になって、事業者説明会というのをしておりまして、いろ

いろなことを伝達している会がございます。私立の説明会になるの

ですが、その中で、必要なことや公立でやっていることは私立の方

にも同じように伝達する機会はありますので、そちらでやっている

と思います。以前の体制ではそうでした。 

今、幼稚園も認定こども園になりまして、認定こども園になると

教育部門から外れてしまうので、保育課の方で一括して事業者説明

会等参加する機会がありますので、そちらで同じように聞いている

かと思います。 

稲葉副会長 13ページの外国人への情報提供の充実ですね。これは毎年私意見

を申し上げているのですが、残念ながら改善をされておりません。

外国籍市民支援事業の中の、日本語教室ですね。日本語教室を全12

回、延べで103人ということは、もし12回出る人がいれば、一回で8

人9人しかいないですね。久喜市には2千何百人ですか、３千人近い

外国籍の方々がいらっしゃるんですよね。それで、前々から申し上

げていることは、12回お勉強をして、日本語が上手くなるでしょう

かということですね。私も2～3年ですが英会話教室に行きましたけ

れど、まったく上達しませんでした。 

一つの提案ですけれども、前も申し上げました。ぜひお金がかか

らないようにボランティア、私たちみんな、一から日本語の勉強を

しなくとも、外国人の方に基礎的なことはお教えできると思うんで

すよね。ボランティアを募ればたくさん来てくれると思うんです。 

現に、鷲宮国際交流協会がそういうことをやっているんです。是
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非それを市でもやっていただいて、継続的に困ってらっしゃる方を

支援していただきたい。やっぱりいますよ、困っている方。最近は

ベトナムなんかの方が多いですけど、久喜市にある企業の中で、大

手でない企業さんはご自分のところであまり教育する時間も資源も

ないんですね。そういうところが頼んだりしますので、自治振興課

の方にもぜひお願いをしていただきたいと思います。 

それから、外国語による生活情報の提供の充実というのがござい

ます。これが今日本でいろいろなところで、英語だけではなくいろ

いろな国の言語で取り組んでいると思います。 

後で説明があるか分からないのですが、29ページの42301。２番

目の住民基本台帳における支援措置申請書について、外国語版を作

成済。英語、韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語６言語。

これは緊急のことだから市民課の方でこういうものをお作りになっ

ていただいて、大変良いことだと思います。ただし、元に戻りまし

て、通常のいろいろな情報を市全体として発信してほしい。皆さん

やっぱり生活情報に困っていますね。スーパーがどこにあるかと

か。これをやっぱり英語だけでなく、日本語が分からない方がたく

さん来てらっしゃるので、おやりになったらよろしいかと思います

よね。 

テレビなんかで時々ありますけれど、いろいろな自治体でそうい

うことをやっております。たまたま私この前旅行行った時に、奈良

市の環境協会に行ったら、まあ観光ですからね。いろいろな国の言

語でリーフレットがありました。だから久喜市もこういうことやれ

ば良いのにと思いました。まあ他の課のことかもしれませんが。そ

うすると久喜市の人口も、外国人にとって住みやすいとして増える

かもしれません。 

榎本会長 今年はデートDVのチラシをお配りになって、成果を上げたとのこ

とですが、どういうチラシなのか一度拝見したいなと思います。 

事務局 

 

それとは別ですが、うちの方でＡ４判紙一枚なのですが、イラス

トを入れた読みやすい形で印刷をしました。それを市民祭りの時

に、人権の啓発と一緒にデートDVのチラシも配りました。市民祭り

に来た方対象なので、それこそ児童だけでなく、親御さんの年齢層

から皆さんに周知、啓発できたかなと思っております。 

捕捉させていただきますと、前回の計画では、デートDV啓発の回

数を目標に定めていたのですが、新計画になりましたら、配った枚

数が目標数値になっておりますので、その数字までは足してはいな

いのですが、市民祭りで配れたかなと思っております。 

稲葉副会長 市民祭りはどこのブースで配られたんですか。 

事務局 駅前のロータリーです。人権擁護委員の。 

榎本会長 市民祭りの本部の方にも何部かいただければ、配りますよ。今年

私は本部に行くかわかりませんが、本部席へと祭りの会に頼んでお

けば良いと思いますよ。 

事務局 分かりました。 

榎本会長 他に基本目標Ⅱについて他にご意見ありませんか。それでは、基

本目標Ⅱについては終わりにさせていただいて、基本目標Ⅲに移り

たいと思います。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅲについて説明】 

基本目標Ⅲでは、「政策・方針決定の場における男女共同参画の
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推進」、「仕事と家庭の両立支援の推進」、「地域・社会活動にお

ける男女共同参画の推進」の３つの施策を推進しております。 

男女共同参画社会の実現のため、女性の活躍を推進し、働き方の見

直しや環境整備など仕事と家庭の両立を推進します。 

６６事業のうち、◎は２４項目、○は３８項目、△は３項目、

「実施無し」が１項目となっております。 

△で評価しているのは、人権推進課２項目、人事課１項目になり

ます。 

女性の登用推進に関する項目において、女性登用率が４０％以上

に達していないため、評価を△としています。こちらは後ほど、資

料６で詳しく説明いたします。 

また、№.31105の人材リストの活用に関する取り組みについて、

あまり活用されていない現状があることから、評価を△としていま

す。今後、人材リストの周知および登録者を増やしてまいります。 

人事課の職員研修への参加推進の取組みについてですが、政策形

成能力向上研修への女性職員の参加率が目標を下回ったことから△

の評価となっています。 

実施しなかった項目は、№.33204の母子生活支援施設入所事業

で、こちらは施設への入所がなかったことから実施無しとの回答に

しております  

榎本会長 ありがとうございました。ご質問をお受けしたいと思います。 

石田委員 25ページの33204の母子生活支援施設入所事業についてですが、

こちらの施設というのは、久喜市内にあるのでしょうか。 

事務局 確認させていただきます。 

稲葉副会長 15ページの31202です。市役所内の女性の管理職への昇任者なの

ですが、以前何年か前にお聞きして、やっぱり立候補する人が少な

いということだったんですが、この辺はどうなんですか。今やはり

少しずつ増えていますか。女性の管理職の構成比は。 

事務局 31202の目標値が、30年度の20％以上で、30年4月1日現在の占め

る割合が、21.9％なので、若干今年の４月は下がってしまっている

状況ですね。 

稲葉副会長 単年度で昇任した人の表示で捉えていますけども、部長さんクラ

スになると定年でお辞めになったとかそういう方もいらっしゃるか

ら、全体の年度で、今年度は部長職が何人で全体職員の何％でした

とかという推移を捉えていくと、増えたみたいだとかいうのもわか

ると思うので、そういう統計を取っていただければ良いかと思いま

す。 

事務局 はい、かしこまりました。担当課に確認して、次回の審議会にま

たご報告できればと思いますので、お願いいたします。 

堀井委員 どこに入るかわからないのですが、20ページ辺りの子育てと介護

の支援というところで、ある項目がここに入っていないような気が

するのですが。久喜市では全小学校で、合併した後だんだんと旧久

喜でやっていた内容を鷲宮や栗橋や菖蒲に広げていった、放課後子

ども講座というのがあるんです。久喜ではゆうゆうプラザという言

い方をしていますが、そういったのも放課後の子供たちの居場所と

いうことで働いている保護者の支援をするような形で、これも入っ

ても良さそうな感じもするのですが。ちょっと見つからなかったの

で、どのようになっているのかなと。 
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事務局 

 

計画の中で所管課という割り振りになっていますので、この課で

進める事業ということで計画が作られております。ゆうゆうプラザ

自体の活動は生涯学習課になるかと思うのですが、そこが所管課と

して計画の中に載ってきていないので、ゆうゆうプラザについて

は、うちの方でも聞いていないということがあります。ですが、ゆ

うゆうプラザも子どもの活動ということでは、この中に入れても良

いと思いますので、計画にはないのですが、補足という形で今後担

当課にはお願いして、報告ができればと思います。今回は、この事

業を推進する担当課がここにないということで、報告させていただ

きます。 

堀井委員 担当課に聞いてください。これは県の事業の一つでね、働く親の

ための子ども達の放課後の居場所づくりと言うことなんで、体験を

すると言うこと以上に子育て支援と言う側面が強い事業だと思うの

で、計画の内容に入るような感じがします。生涯学習課のほうに聞

いていただくと良いと思います。折角やっていることなので。 

稲葉副会長 ゆうゆうプラザプラス、学童なんかも推移を見ていけば良いわけ

ですよね。 

堀井委員 並行してやっていますので。 

稲葉副会長 管理は違ったとしてもね。そういう事業を支援しているのは、ど

ういう状況になっているのか。そこの問題点をどう解決していくか

というのは、担当課は当然押さえているとは思うので、ご報告いた

だければと思います。 

堀井委員 県内でもかなり久喜市は進んだ取り組みをしていると思うんです

よね。全校的に大きな小中学校全部でやっているので。 

榎本会長 地域住民が参加しているのが大事ですね。 

そこの辺りのことがデータに載るようにお願いをいたします。 

稲葉副会長 質問です。17ページの32206。農業に従事する女性への支援を農

業振興課がやってらっしゃるということですが、私はこれイメージ

が沸かないのですが。何かいろいろな良いことを支援できているの

でしょうか。どういうことをやっているのでしょうか。 

事務局 申し訳ありません、こちらも不勉強なので農業振興課に確認をさ

せていただいて、次回ご報告させていただければと思います。どう

いった内容でやっているかということで宜しいでしょうか。 

稲葉副会長 はい。で、成果が上がっているかどうか、これが肝心ですね。 

事務局 はい。成果ですね。 

榎本会長 よろしいでしょうか。31203、15ページの一番下です。次のご説

明の中に入るのかもしれませんけれども、久喜市の女性職員を管理

職に登用しようという施策の中ですが、30年度が25％ですね。参加

者ですね、政策立案の研修に男性は1,298名参加し、女性は669人

で、25％であって、評価は△になっておりますが、これの背景は何

だとお考えでしょうか。昨年度より減ったわけですよね。こんなに

盛り上げようとしているのに、減っている背景と言いましょうか。 

事務局  すみません、細かいことまでは把握していなかったので、人事課

に確認して報告させていただきます。 

榎本会長  友田委員はPTA世代ということは、お子さんが小中学生というこ

とですよね。仕事と家庭の両立というようなことでの現状をお話し

できますか。 

友田委員  そうですね。今はパートのような感じで仕事を短時間やらせてい
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ただいているんですけれども、それももう今月で終わりになってし

まうので、6月からはほとんど専業主婦と同じような状態です。主

人は事業主、別に社員を抱えているわけではないのですが、たまた

まお給料をもらう形態が請負なので事業主になるんですね。なの

で、私がガッツリ働いても大丈夫なんですけど、主人の仕事の手伝

いが、小間使いみたいな感じで、色々ホームセンターに行った時に

ちょっと連絡して何か買ってくるものある？とか。細々した手伝い

みたいなこともしているので。一般の会社員の家庭と自分の家庭が

ちょっと違うので、一般的には言えないのですが。 

やはり共働きがほとんど多いので、PTAに関していうと、以前よ

りも役員をやってもらうこと自体が、とても難しい、単純に考えら

れなくなってきてしまっています。私が最後に小学校の役員をやっ

た年は、たまたま看護師さんで普通のパートの主婦と違う事情も抱

えていたので仕方なかったのかもしれないですが、自分は正社員で

役員はできません、と言われてしまいました。やはりどうしてもPT

Aはお母さんが主体になってしまうので、お父さん達が参加できる

ようなことがあれば良いなと思いつつ、お母さん主体でPTA活動は

進めていっていたんです。前はどうだったか分からないですが、仕

事しているお母さん、仕事をしているから役員はできませんと言う

のは言い訳と捉えられる。それが理由で役員をやらないということ

がなくなってきましたので、そういう意味では男女平等というか同

じように働いて同じように会社の中では進んでいると思います。 

ただ、PTAに関して言うと、お父さんがPTAの役員になって一緒に

参加することはほとんどなかったですね。中には一人二人お母さん

ではなくてお父さんがPTAの会員になって、普通に１年間一緒に一

定の活動をやってくれた方もいましたけれど、やはりお母さんが主

体。そうするともう家庭のこともやらなきゃならない、仕事もやら

なきゃならない、一年間PTAの役員もやらなきゃならない、だから

と言って仕事を休んだら正直お金が入ってこない、生活もなかなか

今どうしても習い事をいっぱいやっているご家庭が多いので、自分

の働いたお給料で賄っているというお家もあるでしょうから、仕事

も休めない。するとじゃあ誰かに助けてもらえば良いだろうという

のは、その小学校の最後の役員をやった時に、考えさせられたとこ

ろでもありましたね。 

 小学校の学区が栗橋南小ですけれど、親父の会というのがありま

して、他の小学校でもあるのか分からないのですが、PTAの会長が

役員とは別で親父の会の運営をやっています。私が役員をやった時

の最後の会長さんは熱心にやってくださって、それまでは本当に５

～６人、本当に会長の内輪の知り合いの方だけの親父の会だったの

がすごく増えて、運動会のテント張りですとか、夏に小学校でふる

さと祭りに模擬店出展させていただいているのですが、その手伝い

とか、おみこしですとか、全部やってくださいました。毎年運動会

の時期は暑いですので、子ども達の座席の上のところもテントを張

るようになったのですが、それも親父の会の方が軽トラを出してく

れて、近くの中学校小学校にテントを借りに行って、テントを張っ

てくれて、すごく助かりました。子育ては小学校に任せて、お父さ

んはやはり仕事もして家族を養っていかないといけないですからそ

れはあるのですけれど、ちょっとの時間だけで良いので、学校のこ

とにも関わってもらえるとお母さんとしてはすごく助かります。土
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曜日日曜日、それから運動会の時にどうしてもPTA綱引きとかあり

ますので、そういうのにお父さんが出てくれるとお母さんはとって

も助かります。自分が出なきゃいけないと思うよりも。どこのお父

さんたちも家のことはすごく手伝ってくれていると思いますが、学

校のこと、子育てのことをもう少し関わってもらえると、お母さん

としては助かるかなと思いました。 

榎本会長  ありがとうございます。その通りだと思います。何かそういうき

っかけがあればね。 

友田委員  毎年親父の会の募集の手紙を出しているのですが、ゴミ箱に捨て

てしまったりするので。 

榎本会長  久喜小学校はあると聞いていますよ。親父の会はあると思いま

す。楽しく参加できるような何か起爆剤があると良いですよね。 

友田委員  なかなか土日休みというお父さんがいるかというと、それも難し

い。うちの主人も土曜日は仕事ですので、本当日曜日しか出来な

い。祝日も仕事なので、なかなかお願いし辛いところはあります。

全家庭が全家庭じゃないですけれど、そのうち参加できる時間があ

るお父さんがいたら嬉しいなと思います。 

榎本会長  ありがとうございます。基本目標Ⅲについて他にありますか。 

一応基本目標Ⅲはここまでにしまして、基本目標Ⅳについてのご説

明をお願いいたします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅳについて説明】 

◆基本目標Ⅳ「性別による暴力のないまちづくり」 

DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であることから、DV

の防止および被害者支援に向けた施策を推進し、被害者の子ども等

の安全確保も含めた施策を推進します。 

１６事業のうち、◎は７項目、○は９項目となっております。 

榎本会長 基本目標Ⅳについてのご意見ご質問を承りたいと思います。 

中村委員 27ページ41201デートDV防止に向けた啓発活動の推進ということ

で、評価◎ということです。先ほどいただいたデートDVのチラシを

市民祭りで配布した。その上に成人式会場でもリーフレットを配布

ということで、これは前にはなかったことだと思うんですが。 

倉持委員  去年の資料の中に私の鉛筆書きで、成人式で配布と書いてありま

したから、去年そういうご説明があったのでしょうね。去年もやっ

ているのでは。 

事務局 そちらのパンフレットはあまり枚数がなくて、成人式の会場に置

いて、それを全員ではないですが配ったという状況です。数は本当

に少ないのですが、今回目標の中に1,100枚というのは、こちらの

チラシを市民祭りでお配りした数です。それ以外で、成人式の会場

で冊子を配っています。 

中村委員 成人式で配っていただいたというのが凄く良かったなと思ってい

たのですが、チラシを置いておいて興味があってとか何だろうって

いうことで持ち帰ったチラシというのは相当数な枚数だったのでし

ょうか。 

事務局 集計していなかったので、調べて回答します。 

中村委員 まずは広く市民祭りや成人式で、年齢の幅が広い人たちに広く渡

るということが非常に良いのではないかなと思います。 

それから、今日いただいたDVを知っていますか？という項目の中

で、若い子全てではないのですが、言葉の使い方だったり女の子が
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非常に乱暴な言葉を使ったりして、殴ったり蹴ったりを女性が男性

にしているのを見ることがあって、驚くことがあるんですね。この

チェックを一度見ていただいて、これはDVなのかという気付きとか

ね、そんなことも含めて良いチラシができたな、色々な人に見てほ

しいなとつくづく感じたところです。更に今後も◎になるように、

将来的にして行ってほしいです。今虐待の問題がすごく多くて、本

当に心を痛めるようなニュースを見たり聞いたりする時に、もっと

小さい頃から、成人を迎えてこれから結婚するという人たちの意識

をしっかりと変えていって、DVのない健全な家庭が作れるような社

会になってほしいなと思っているので、こちら色々なチラシを配布

いただいたということ、ありがたいなと思いました。 

榎本会長 ありがとうございました。 

稲葉副会長 デートDV啓発は高校とかではやっていないのですか。中学生くら

いでも。 

事務局 指導課に確認したところ、デートDVの冊子が文科省から配られ

て、中学３年生全員に配っていると聞いております。高校につきま

しては、高校にも配ってくださいとか啓発の事業があります、とい

う案内が指導課に来て、高校にそれぞれ案内はしているそうです。

希望があれば、そういった授業を開催したりチラシの配布をしたり

するということなのですが、今年度と前年度、残念ながらそういう

高校がなかったということなので、市内ではそういった授業はやっ

ていなかったという状況でございます。 

石田委員 デートDVの件ですが、先ほど配っていただいたチラシにも書いて

あるのですが、人権推進課でもデートDVの相談は受け付けています

よ、ということなのですが、実際にデートDVの相談は人権推進課に

あるのでしょうか。 

事務局  デートDVということでは相談を受けたことはありません。ただ、

交際相手からのトラブルのような、困ったということで相談を受け

たことはあります。デートDVを想定するともう少し若い世代なのか

なと思うのですが、その方はデートDVではないですが、30代、40代

近い方で、相談があったということはあります。 

石田委員 デートDVに限らずDVの相談が人権推進課にあった場合に、一つの

対応としては警察に相談するというのはあるとは思うのですが、警

察に対する相談以外に、なにかこう相談者に対して具体的な対応策

みたいなものを提示したりすることはあるのでしょうか。 

事務局  うちの課は相談といっても、深い内容まで対応が難しい面もあり

ますので、関係機関の相談を紹介するなどしています。例えば話の

内容から警察に相談した方が良い事例ですとか、法テラス無料法律

相談で相談が受けられますよとか、女性限定の女性相談もあります

よ、といった相談者の悩みに対して、相談機関を提案してお知らせ

するということはしております。 

榎本会長 DVに関して野田市でですか、事件がありましてね。本当に記事を

読むのでさえも恐ろしいぐらいのそんな感じに載っておりましたけ

れども、皆さん通報してください。これは市役所にも通報できます

し、それが功を奏しているかわかりませんけれど、これはDVじゃな

いだろうかとか疑うことが大事なのだろうなと。そして発見をされ

るということが大事かなと思われます。 

奈良委員は何か感じられることはありますか。預かっているお子
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さんの中から痣があるとかそういうことはありますか？ 

奈良委員 うちの場合はまだそういうのはないですね。 

一つあったのは、お父さんが働かない、お母さんのお財布からお

金を盗っているとか、色々訴えてきた時があったのですが、あまり

訴えが何回もあった時は、お父さんに来ていただいて話を聞いたこ

とがあります。そのお子さんも平気で嘘を吐くところがあったの

で、今考えてみるとどこまで正しかったのかなと思います。そのお

父さんも病気で亡くなってしまったのですけどね。30代で。そうい

うことはありましたけど。 

虐待については、保育園は非常に目を光らせておりますので、そ

の辺のところは見逃さないようにしないと、子ども達を守れないと

いうのはありますので、敏感にしております。子ども達もやっぱり

離婚したとかそういう環境がありますと、鬱状態というか、気持ち

が晴れないですよね。お母さんもシングルで育てていくという中

で、自分の気持ちの整理をつけるにも、やはり何年かかかっていま

す。 

榎本会長 倉持委員何かありますか。 

倉持委員 先ほど稲葉さんから、外国籍の方の支援について、奈良県で色々

なパンフレットがあるというお話がありました。今私は実際使った

ことないのですが、タブレットみたいなので多様な言語が対応でき

るという、どんな風に出来るのか使ったことないので分かりません

けれど、そういう時代になって来ていますので、そういうような対

応や機器をね、使うことをそろそろ久喜辺りでも考えても良いので

はないかなと思ったのが一つです。 

あと今IT時代ということで、例えばSNSで色々な情報が飛び交っ

ています。それが良いこともあるでしょうけど、非常に困った事態

に陥ることもあるということで、そういった関係の教育なんかも少

し進めていくべきなのかなと思います。 

一つ最近実例で驚いたのが、もう２ヶ月くらい経ったかもしれま

せんが、アメリカのニューヨーク市で麻疹が非常に増えまして、非

常事態を市長が宣言したという事例があります。それの一つの原因

として、SNSで広がった麻疹のワクチンに対する反対運動があるそ

うです。中には自分なりの根拠を持って言っている方もいらっしゃ

るかもしれませんけど、根拠のないデマみたいなのを流して、それ

が市民の健康被害に繋がるような事態になっているそうです。 

あともう一つはアラバマ州の中絶禁止法に関する動きなども含め

まして、もっとこうSNSの使い方ですとか、それに対してどんな対

策を市が取っているのか、それも男女共同参画と重なるところが内

容的にあると思いますので、気になっているところです。 

しいて言えば先程伺った、デートDVのチラシ配布に関しても、タ

ブレットなどを活用して出来ないかということや、42301で先ほど

稲葉委員がおっしゃったようなことに関しても、タブレットみたい

な機器を使って対策が来ないかとか思います。だいぶ安くなってい

るようですし、そういうのを考えなくてはいけない時期になってい

るのかなと思っています。 

榎本会長 人間が使えない時代になっていますのでね。そういうのも活用し

なくてはならないですよね。 

事務局 貴重なご意見ありがとうございます。先を行く視点でのご意見だ

ったかなと思います。うちの課だけでできることではないので、関
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係する課ですとか、これから全庁的にどういう風にそういったこと

を進めていくか、利便性の面ですとかそういったことを含めて、関

係課にそういう意見があったことをお伝えして、少しずつ進められ

るように、働きかけをしていきたいと思います。 

倉持委員 さっきアメリカのことを言い出したのですが、今情報には国籍が

ありませんので、本当にそういう意味では単に外国のことと考えな

いでこれからは進めなければならないのではないかと思って、その

ようなことを申し上げました。 

榎本会長 ありがとうございます。 

以上で、アの項目が終わりました。十分にご討議いただきありが

とうございました。 

次にイ、全課共通取り組み事項の推進状況について、ご説明をお

願いいたします。 

事務局 【資料４により、全課共通取組事項の推進状況について説明】 

こちらは、『第２次男女共同参画行動計画』において、特定の課

だけではなく、すべての課が取組むべき事項をまとめたものです。 

 

設問１「男女共同参画人材リストの活用状況について」 

久喜市では、男女共同参画社会づくりの一環として、久喜市の審

議会等への女性登用を推進する目的で「男女共同参画人材リスト」

を作成しています。 

平成３０年度末の時点で、人材リスト登録者は、３４名となって

おります。このリストは、審議会委員への女性登用促進のほか、各

種講座の講師選定に活用していただくため作成しております。リス

トへの搭載につきましては、『広報くき』あるいは、ホームページ

にて常時登録者を募集しています。 

「①市の審議会等への女性委員登用促進のための資料として活

用」した課は、企画政策課、公文書館、農業振興課の３課、４件で

した。 

「②の市主催の講演会、講座等の講師選定資料として活用」した

課は、０で件ございました。 

「③その他団体・個人が、主催する講座等の講師依頼」と「④団

体・個人への技術提供の依頼等」につきましては、人材リスト登録

者あてに７月以降に照会する予定です。 

 人材リストにつきましては、各公共施設等の市民参加コーナーに

配架しておりますが、周知が図られていない現状があり、市民の皆

様に広く活用していただけるよう周知の方法を工夫してまいりたい

と考えております。また、登録者につきましても、今後増やしてま

いりたいと考えております。 

 

 設問２「課内部の職務分担について」 

実施課が57課です。すべての課において性別に関わりなく職務分

担がされており、目標は達成しています。今後も、性別に関わりな

く職務を遂行するような働きかけを行います。 

 

設問３「保育付き講座の開催について」 

託児を実施した課が人権推進課、子育て支援課、中央保健センタ

ー、生涯学習課、中央図書館の５課、また託児を実施しなかった課

は１０課でございました。こちらは託児付きの講座等を企画したも
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のの、結果的に実施にいたらなかった課でございます。 

そもそも託児を実施しなかった課は、商工観光課、介護福祉課、子

育て支援課、学務課、文化財保護課の５課で、主な理由といたしま

しては、幼児と保護者が一緒の講座なので託児の必要がない、参加

対象者を中高年以上としているなどとなっております。 

 

設問４につきましは、次回の審議会で改めて調査の結果をご報告

させていただきます。 

 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

稲葉副会長 質問です。３の託児希望がないため実施しなかった。託児希望は

どこからなかったのですか。 

事務局  参加申し込みの際に、申し込みをする方が託児を希望していなか

った、ということです。 

稲葉副会長 了解です。 

それから各課の職務分担で、もう１～８の項目すべて世の中の常

識ではないかと思うのですが。これが外れていたら逆に困るくらい

のことなので。これは評価項目として外したらどうですか。外した

ら状況が悪くなるでしょうか。 

事務局 人権推進課としては、各課に意識付けもありまして、こういう風

に男女問わず役割分担職務分担していますよねと言う確認の意味も

あります。やはりそういう啓発にも繋がることなのかなと。各課の

計画の項目の中に入っておりますので、聞いております。 

榎本会長 100％ですね。 

事務局 正直なところ、丸がついていない課もありまして、それは女性職

員がいないので空欄にしましたという課もあったのですが、女性職

員がいたらどうしますか、と聞き返して、それは男女問わずやりま

すという回答でしたので、それは丸ですね、というやり取りをした

課もございます。やはりそういった視点で、女性がいてもいなくて

も誰もが平等にやるという視点で聞いているところもあると思いま

す。 

稲葉副会長 ８番の方が重要ですね。その他で、色々改善したことはあるでし

ょう。２件。改善するということは良いことなので、そうすると他

の５５課に、Ａという課はこういう良いことをしましたよ、という

水平展開。真似してください、良いことは真似しましょうと言う啓

発をやると良いですね。 

事務局 はい、かしこまりました。この取り組みについては、ご意見とし

てこういうことがありましたと、全課にお知らせしたいと思いま

す。 

榎本会長 人材リストについても、活用されている数字じゃありませんね。

どうしますかね。 

事務局 課題ではあります。市民参加コーナーにそういうリストが置いて

あるということが、あまり知られていなのではないかという意見が

係内でありました。こういったものがあります、ということも啓発

する、それから登録者数もお声がけして登録していただくというこ

とで、少し増やしていけたらなと考えております。 

榎本会長 この人材リストを活用しなくても、人材を発掘できているってこ

とですか。 
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事務局 そうですね。例えば子育ての方であれば、子育て支援センター等

でこの先生良いね、と口コミ等で広がることもあります。その方に

人材リストにも登録していただいて、皆さんにこういう先生がいる

ということを周知するような仕組みを作っていけたら、少し活用の

幅が広がるかなということで、やっていけたらと思っております。 

人権推進課としては、全庁として活用できる人材リストにしたい

のですが、部門ごとでやると、そこの講師ですとか情報が各部署に

あって、人材リストは活用されないということもあるのかなと思い

ます。そういうところは課題として捉えているところですけれど

も、それが上手く人材リストに登録してもらって、それを活用して

もらうように出来ればなと思っているところです。 

倉持委員 よろしいですか。いつも思うのですが、確認の変更ありませんか

という文章を頂戴するんですけれど、記入の形式が市の方で決まっ

た形なので、自分が出来ること、やりたいことをアピールするよう

にはなってないのですよね。それで私自身も、個人的なことを言い

ますと、ずっとアフリカのルワンダという国の女性の支援に関わっ

ていることがありますので、アフリカの子供たちの話とか女性の話

とか、もしそういう機会があれば聞いていただきたいなと思ったこ

ともあったんですけれど、なかなかそういうのに手を挙げる機会が

なくて、ここまで至ったような感じです。もう少しこうカジュアル

に書き込むような欄があっても良いのではないでしょうか。気楽に

書けるような。なかなか著作はないし資格があるわけじゃないし、

ただ自分が今までやってきたことで、こういうことをやったことが

あって、それはちょっと面白いことなのよ、といった程度でもアピ

ールできれば良いですね。形式が決まっているというのが、私にと

っては最大の課題でした。使う方ではなく使っていただきたいと思

う方でも、抑えてしまうということがあったりします。 

事務局 登録者の方を増やしたいということもありまして、用紙も見づら

かったり、書きにくかったりといことがあるかなというのは正直あ

ります。その様式等見直しを含めて、人材リストの方法については

検討させていただきたいと思います。 

榎本会長 その通りのご意見だと私は思います。 

よろしいでしょうか。 

では次に進んでください。ウですね、目標数値の達成状況につい

てご説明お願いいたします。 

事務局 【資料５により、目標数値の達成状況について説明】 

男女共同参画行動計画につきましては、実効性を高めるために幾

つかの施策について、具体的な数値目標を取り入れて計画を推進し

ております。 

平成28年度に実施いたしました市民意識調査の結果を基に目標値

が定められております。いくつかの項目につきましては、市民意識

調査を実施しないと評価ができない項目があり、横線で記載させて

いただいております。 

こちらの項目につきましては、人権推進課で進める啓発事業がほ

とんどでございますので、次回市民意識調査等を実施するまでの

間、目標が達成できるよう、努力してまいりたいと考えておりま

す。 

目標数値の指標項目につきましては、 

「家庭生活で男女平等と感じる人の割合」、 
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「職場の中で男女平等と感じる人の割合」、 

「地域包括支援センター相談者数」、 

「保育所等待機児童数」、 

「市の男性職員の育児休業取得率」、裏面にいきまして、 

「デートDVという言葉を聞いたことがある人の割合」、 

「DV被害者のうち、誰かに相談した人の割合」の7項目が前回の

計画から新たに増えた項目となっております。 

榎本会長 質問をお受けいたします。 

中村委員 資料５に書いてある票の一番下の、市の男性職員の育児休業取得

率。参考値平成28年度0％。平成30年度41.2％。目標値の13％とい

う部分の解釈がわからないので、説明をお願いしたいです。 

事務局 計画策定の時に、平成28年度は男性職員の育児休業取得は0だっ

たということです。そこから、多分この計画を作る時に、平成31年

度ですから2年間で13％まで増やします、ということだったのかと

思います。平成31年度末までで13％がこの計画に載っていますの

で、多分計画を作る時に、この目標値を設定しているのだと思いま

す。 

中村委員 平成30年の41.2％というのはどういうことでしょうか。 

事務局 人事課にどのように出しているかを聞かないと分からないです

が、育児休業の取得の方法もいろいろありまして、例えば一週間と

か女性ですと一年間あるのですが、何人の職員が取ったか数えてい

るのかなと思います。それが全庁男性職員の中の％かなと。それは

人事課の方に改めて確認させていただきますが、男性の育児休業の

取得は割と浸透してきているという印象は受けます。去年人権推進

課にいた職員も７月にお子さんが産まれて、育児休業を週２日取っ

ておりましたので、毎日などの形で取るのではなくいろいろな取り

方がある中で、延べ人数で取ったことがある人のカウントだと思い

ます。 

榎本会長 取りやすい形になったのですね。凄いですよね。 

倉持委員 この取得率の計算について、対象者は男性全員ということでしょ

うか。例えば独身の方とかいろいろなその人の生活状況、プライバ

シーを調べて良いのかわかりませんけれども、家庭を持って子ども

が産まれる人のどれくらいの割合か、という方が私たちには興味が

あります。男性全般ですか、どういう形でこれを取っているのでし

ょうか。対象者の絞り込みというか。 

事務局 人事課に細かい出し方は確認してみないと分からないところもあ

ります。 

倉持委員 出し方は大事ですよね。41.2％と言う数字が出ているということ

は、それに当てはまる人の割合でないと合いませんね。そうかなと

思ったのですけど、はっきりとしたご説明がなかったものですから

気になりました。 

事務局 確認して報告させていただきます。 

倉持委員 出産間近な家庭の男性のうちの41.2％といったら、合う数字です

よね。 

榎本会長 13％の目標値を決めた時はどういう感じなのでしょう。こっちが

普通の数字ですよね。 

素晴らしいことですよ、数字だけ見たら。 

稲葉副会長 その頃の認識では、こんなもんかなあと思って目標値を立てたの
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でしょうね。 

倉持委員 調査対象を明確にしていただきたい。 

事務局 申し訳ありません、詳しく調べてまたご報告したいと思います。 

倉持委員 待機児童は公立の保育園ですか。 

事務局 いえ、久喜市の保育園に入りたい、希望のある子どもの数です。 

榎本会長 入りたい人で、入れなかった人の数。 

倉持委員 入りたい、というのは申し込みをしたという意味ですよね。だか

ら入りたくても初めから諦めて、どうせここは無理だろうと思って

申し込まなければ、これの率が上がるわけですよね。充足率が上が

るわけですよね。 

榎本会長 数字のマジックがあるので、きちんと教えてもらいたい。 

事務局 保育園に関しては、市内もそうですけど、例えば勤め先が市外

で、勤め先に近いところの保育園に入りたいという希望もあります

し、それも含めて久喜市の児童が保育園に入りたいということで申

し込みをして入れなかった数として算出しております。 

22人全員が１歳児ということだそうです。年齢が低いお子さんに

ついて定員枠が少ないので、どうしても入りにくい事情がありま

す。２歳以上に関しては、希望が叶って入所が出来ている状況で

す。 

榎本会長 ０歳児と３歳児では事情が違っているってこと。 

事務局 そうですね。そもそもの保育園の認定別の定員がありまして、定

員が、元々０歳児１歳児２歳児が少ないですね。どうしてもその中

で入れない子が出来てしまう。それが１歳児で22人と聞いていま

す。 

稲葉副会長 その枠はその保育園が任意に決めているのですか。 

事務局 いえ、定員で認可申請を出して決められております。待機児童が

徐々に減ってはきていると聞いております。 

榎本会長 議題１が終わりました。 

（2）に移ります。行政委員及び審議会等における女性の登用状

況についてご説明をお願いいたします。 

議題（２）行政委員会及び審議会等における女性の登用状況について 

事務局 議題（2）行政委員会及び審議会等における女性の登用状況につ

いて説明させて頂きます。 

【資料６ 平成３０年４月１日現在の女性登用率について説明】 

こちらは、平成31年4月1日現在の行政委員及び審議会等における

女性の登用率をとりまとめたものになります。簡単に各ページの内

容についてご説明申し上げます。 

1ページ目は、一番上の表が「市議会における女性議員の比

率」、2番目の表が「審議会等における女性委員の登用率」、３番

目の表が「女性登用率が30％を超えている審議会の比率」を表して

います。 

1ページ下段から3ページまでは、個々の「行政委員会」、「法令

必置の附属機関」、「法律又は条例により設置されている附属機

関」それぞれの女性登用率を掲載しています。4ページには、平成2

3年4月1日から平成31年4月1日までの女性委員の登用率の推移が記

載されております。5ページには、女性登用率30％未満の審議会に

ついて、女性登用が困難な理由と、目的達成に向けた具体的方策に

ついてまとめてございます。 
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それでは、１ページ目をご覧ください。 

第2次久喜市男女共同参画行動計画では、「女性登用の推進（P.5

4 取組み番号31103）」に取組んでおり、数値目標として「女性登

用率40％以上の達成」がございます。１ページ目上から２つめの表

の右下にありますとおり、 平成31年4月1日現在の審議会等の女性

登用率は36.7％でございました。（内訳は、委員総数791名に対し

て女性委員290名。）これは、前回調査である平成30年10月1日現在

の女性登用率36.2％と比べて0.5％の増加となりましたが、目標値

である40％に達しませんでした。 

また、「女性登用の推進」では、「女性委員ゼロの審議会等の解

消」を目指しております。女性委員ゼロとなっているのは、3つの

行政委員会と、1つの附属機関です。内訳は、行政委員会では「久

喜市選挙管理委員会、久喜市監査委員、久喜市農業委員会」の3

つ、附属機関では「久喜市福祉オンブズパーソン」になります。 

久喜市福祉オンブズパーソンについて申し上げますと、久喜市総

合福祉条例において、「健康及び福祉に関し高い識見を有する者の

うちから、市長が委嘱する。」とされております。現在では、健

康・福祉関係を専門とする大学の元教授と弁護士の方に委嘱してお

ります。なお、委員任期は平成28年10月1日から令和元年10月31日

までとなってございます。 

つぎに、久喜市市民参加条例（第7条第1項第2号）では、「男女

の構成比率について、男女いずれの委員数も委員総数の30％以上と

する」としており、第2次久喜市男女共同参画行動計画でも、「一

付属機関における男女の構成比率の遵守（P.54取組み番号3110

6）」に取組んでおります。１ページの中段の表にあるように、女

性登用率30％を超えている審議会等の達成率は82.5％になります。

（内訳は、57の審議会等のうち、女性登用率30％を超えている審議

会等は47）これは、前回調査である平成30年10月1日現在の達成率8

2.1％と比べて0.4％増加しています。 

続いて、取組み目標「女性の登用推進に関する要綱の遵守（P.54

取組み番号31104）」につきましては、(久喜市審議会等の委員の女

性の登用推進に関する要綱第４条にあるように、）審議会等の委員

を選任する際、女性委員の割合が委員総数の30％に満たない場合

は、女性委員登用に関する計画書の提出を求めています。なお、こ

の計画書につきましては、該当する全ての審議会等から提出済みで

す。 

 審議会等への女性委員の登用率につきましては、平成23年の第

１次計画策定時より少しずつ上昇しておりますが、目標には達して

いません。今後も、全庁的に女性委員の登用に取り組んでいく必要

があることから、平成30年5月22日付けで各所属長あてに、任期が

満了する審議会等の委員選任の際には、積極的に女性の登用に努め

ていただくよう通知をしており、今年度も同様の取り組みを実施い

たします。 

 資料6についての事務局からの説明は以上です 

榎本会長 ありがとうございました。ご質問をお受けします。 

奈良委員 久喜の選挙管理委員会というのが１ページ目にありますが、ここ

はゼロというのはどういう理由でしょうか。 

事務局 ５ページに、登用が困難な理由についてご回答いただいていると

ころにつきましては、取りまとめているのですが、選挙管理委員会
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さんから今回回答がなかったので、改めて確認したうえでご報告さ

せていただければと思います。 

榎本会長 選挙管理委員会というのはどこが任命しているのですか。 

事務局 所管は庶務課に選挙管理委員会という部署がありまして、事務局

は庶務課の職員になります。 

選挙管理委員会の規定が地方自治法で決まっているので、定員数

とか人数に関しては決まっているのだと思います。ただその中の構

成員に女性がいないと報告が上がっておりますので、どういう人選

なのかということも含めて確認させていただければと思います。 

榎本会長 ４人委員がいるんですものね。いても良いですよね。２人という

のは難しいですものね。 

農業委員会は条件があるんですよね。農業委員も毎年毎年女性が

入らないですね。 

県でこれが問題になった時は久喜市も増えたんですよ、女性の委

員が。 

稲葉副会長 だからやろうと思えばできるんだ。 

倉持委員 ただ地主さんでないといけないのですよね。 

榎本会長 そうするとやっぱり男性ですね。 

稲葉副会長 奥さんではいけないんですね。 

倉持委員 そうですね。事業主さんでないといけない。 

稲葉副会長 ５ページに久喜市都市計画事業栗橋駅西土地区画整理審議会とあ

りますね。これは選挙により選出するためと書いてあります。けれ

ど、その具体的方策は学識経験者から選任される委員について、と

も書いてある。この二つについて意味が分からない。全員選挙では

なくて、学識経験者からも選挙とは別途選ばれるのでしょうかね。 

事務局 上の表は、目標に達成していない理由を回答いただいておりま

す。下の表が達成に向けて何ができるかというのを書いていただい

ております。上の表で選挙により選出されるためと書いてあります

が、これを見るだけでは理由になっていないと思われますよね。 

稲葉副会長 下では学識経験者から選任と書いてあっては、選挙でないように

感じられる。 

倉持委員 学識経験者の中から選挙でということですが、投票人は誰かとい

うことが大事ですよね。 

事務局 こちらについても、具体的な選任のやり方など、人権推進課で詳

細を把握していないところがございますので、調べさせていただき

ます。 

榎本会長 そういう動きが大事ですよね。行って、何故か説明してください

というような働きかけをしていくっていうことが、認識を改めてく

ださる働きかけになりますからね。 

稲葉副会長 具体的方策と書いてあって、これ全部具体的方策じゃないです

よ。何々をしたいな、という気持ちですこれは。具体的にいつまで

に、どういうところに対象の人がいて、その人に当たってみると

か、というのが具体的方策なんですよね。こういう書き方では困り

ますよと指摘してください。 

事務局 分かりました。 

稲葉副会長 それと無理なところは無理なんでね、それはもう目標値から外し

ても良いかもしれないですよ。無理なところは、ですよ。ただ私は

前に農業委員会は無理だと聞いていたのですが、今榎本さんのお話
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では、県の方ですか、来た時には女性もいたって話でしたよね。 

榎本会長 いましたよ。誰さん誰さんと名前を挙げることができますよ。 

倉持委員 決まりに男性に限るって条文がない限り、無理ってことはないで

しょう。そういうのがあったら、それは無理というとなのかもしれ

ませんけど。 

榎本会長 よろしいでしょうか。 

次は（3）ですね。説明お願いします。 

議題（３）令和元年度男女共同参画推進月間における事業計画について 

事務局 【議題（３）の令和元年度男女共同参画推進月間における事業計

画について説明】 

久喜市男女共同参画を推進する条例（第11条）により、久喜市で

は６月を男女共同参画推進月間と定めており、男女共同参画に関す

る事業を重点的に実施しています。今年度も「1日体験学習ツアー 

施設見学会」及び、「男(ひと)と女(ひと)のつどい」を実施しま

す。（第2次久喜市男女共同参画行動計画における「男女共同参画

推進月間等における啓発事業の実施（P.45 取組み番号21101）」） 

まず、資料7の１ページをご覧下さい。「1日体験学習ツアー 施

設見学会」では、6月11日（火曜日）に、茨木県結城郡八千代町に

あります「エフピコ関東リサイクル工場」と、茨城県古河市にあり

ます「トモエ乳業株式会社」を訪問します。 

エフピコ関東リサイクル工場は、スーパーなどで回収された使用

済みトレイの選別や、食品トレイの製造、加工を行っている会社で

ございます。実際の食品トレイの製造工程の見学に加え、ビデオ鑑

賞により、循環型リサイクルについて学習する予定です。 

午後の見学先であるトモエ乳業株式会社は、主に乳製品や清涼飲

料水を製造している会社でございます。こちらでは、乳製品の製造

工程の見学に加え、施設内にある牛乳博物館を見学する予定でおり

ます。 

この施設見学会について、広報くき5月1日号及び市ホームペー

ジ、各種公共施設へのポスター等で事業を周知いたしましたとこ

ろ、定員30名のところ、28名の応募をいただき、応募者全員が参加

決定したところでございます。当日は、男女共同参画ミニ講座とし

て「LGBT」のビデオ講座を行う予定です。 

続きまして、2ページをご覧ください。 

今年度で第16回となりました「男（ひと）と女（ひと）のつど

い」を、6月22日（土曜日）午前10時より久喜市中央公民館にて開

催します。当事業は、男女共同参画を推進する団体である「女(ひ

と)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜」との共催により実施す

るものでございます。 

内容としては、女（ひと）と男（ひと）いきいきネットワーク久

喜加入団体等によるステージ発表やワークショップ、活動紹介、作

品展示、喫茶・販売コーナーなどを行う予定です。今年度は、参加

者の拡充のため、高齢者大学の団体様にも参加を呼びかけ、新たに

２つの団体様に参加していただくことが決定しております。 

また、今年度はLGBTについての啓発活動に力を入れており、午後

１時30分からの記念講演では、LGBTなどの多様な性に関して学校、

行政、企業等で研修を実施している「認定NPO法人ReBit（りびっ

と）」から講師をお招きし、「多様な性って何だろう－互いの違い

を受け入れあえる社会を目指して－」を演題に講演していただきま
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す。 

審議会委員の皆様におかれましても、当日ご都合がつきました

ら、ぜひ足をお運び頂けたらと思います。 

資料７についての説明は以上です。 

榎本会長 ありがとうございました。ただ今のご説明に、ご質問ありますで

しょうか。 

よろしいでしょうか。 

議題につきましては以上になりますけれども、何か言い残したこ

とはございますか。 

今日は皆様の意見の引き出し方が自分としてはいまいちだったな

という思いがありますけれど、一生懸命ご質問などしていただい

て、いろいろなことが少し進んだかなという感じもいたします。 

お世話になりました、ありがとうございます。次回もご参加くだ

さいますようお願いいたします。 

５.その他 

事務局 榎本会長、議事の進行ありがとうございました。 

それでは、次第５、その他 でございます。 

委員のみなさまから何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

次回の審議会は８月に開催予定でございます。 

都合の悪い日などがございましたら、事務局までお知らせくださ

い。委員の皆様方のご都合をお伺いし、日程が決まり次第、ご連絡

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上でございます。 

それでは、次第６です。閉会のご挨拶を稲葉副会長からお願いい

たします。 

６.閉会 

稲葉副会長 皆さんどうもお疲れ様でございました。皆さんからご質問やご意

見をたくさんいただいて、事務局はいろいろ大変でしょうけれど

も、でもとても良い久喜市になるように思いますので、よろしくお

願いいたします。これからも益々積極的なご意見をいただきたいと

思います。一緒にいわゆる男女共同参画社会に出来るように頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうも今

日はありがとうございました。 

事務局 ありがとうございました。皆様、大変お疲れ様でした。 

以上をもちまして、令和元年度第１回久喜市男女共同参画審議会

を終了させていただきます。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 

     令和 元年 ６月２８日 

 

                          石 田 道 哉 

                          稲 葉 敏 夫 

 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 


